
食料支援 （筑波大学学生支援応募フォームについて） 
 

＜＜応募締切り 11月 22日 23:59まで＞＞ 

・配布時間帯の応募人数が上限に達すると当該時間帯の選択ができなくなります。 

・すべての時間帯で応募人数の上限（各 200名）に達した時点で受付終了となります。 

 

【主旨】 

・今回の支援は、基本的にコロナウイルス感染症等の影響で困窮する学生への支援となります。 

・コロナウイルス感染症対策と学生への支援を確実に実施するため、事前応募制となります。 

応募フォームで受付が出来た方は受付完了となりますので、学生証を持参し登録した時間帯に平砂学生

宿舎共用棟１階の食堂にお越しください。 

 

※※※申込み後の変更はできません。注意事項等をよく読み内容を理解してから入力・送信してください。※※※ 

 

【対象者】  

 ・当日に必ず支援品を受け取りに来られる学生。 

 

【日時】 

 ・2021年 11月 25日（木）~26日（金）の２日間で下記の時間帯 

  ①11月 25日（木）15時 00分～17時 00分 

  ②11月 25日（木）17時 00分～19時 00分 

  ③11月 26日（金）15時 00分～17時 00分 

  ④11月 26日（金）17時 00分～19時 00分 

 

【場所】 

 ・平砂学生宿舎共用棟（１F食堂） 

 

【品目】 

 ・お米（1人分 5㎏.800名分）、サツマイモ（500㎏.1人 1～2本を配布予定） 

 

【応募条件】 

 ・厚生省接触確認アプリ「COCOA」のダウンロード（当日会場で確認します）。 

 ・感染拡大防止システム「アマビエちゃん」のダウンロードもしくは配布会場での登録 

 （当日会場で確認します）。 

 ・事前の検温、手指消毒に協力をしていただける方。 

 ・ソーシャルディスタンスへの協力をしていただける方。 

 ・支援品を大切に消費してくれる方。 

 

【その他、注意事項】 

 ※1人１回の応募までを受け付けます。 

 ※当日、指定時間内に受付・来場いただけなかった場合、受領辞退扱いとなります。 

 ※受取り権利を他人に譲渡することはできません。 

 ※サツマイモの袋は各自で用意願います。 

 

【当日までの流れ】 

➀このフォームでの応募。 

②指定日時での受付・配付。 

 
 

  



Food Pantry for UT Students （Online Pre-registration）  
 

<<Pre-registration Deadline : 11:59 p.m. - November 22 >> 

- The time slot that reached to the limit shows unavailable.  

- The pre-registration will be closed when all slots reached to the maximum enrollment. 
 

【Gist of the Project】 

- This project is for those who are facing financial hardship due to COVID-19 circumstances.   

- The pre-registration (application) has been set up in order to conduct the project safely under the COVID19 

crisis, and to provide the support equally. Once you have successfully registered, you are eligible to receive the 

aid. On the date and time that you registered, please come to the Dining Hall in Hirasuna Community Station 

(1st floor) carrying your Student ID Card.  

 

***Once an application has been sent, you cannot make any changes to that application. Please 

read the guideline carefully before submitting.**** 

 

【Target Persons】 

- Those who can receive the aid on a set schedule. 

 

【Date&Time】 

- 2days; November 25(Thu.) or  November 26 (Fri.) 

 

- Time;  ①Nov.25(Thu.) From 15:00 to 17:00   ③Nov.26(Fri.)   From 15:00 to 17:00 

          ②Nov.25(Thu.) From 17:00 to 19:00  ④Nov.26(Fri.)   From 17:00 to 19:00 

        

【Venue】 

- Dining Hall, Hirasuna Community Station (1st floor) 

 

【Donated Food Items】 

- Rice (5kg/person -Total: for 800 people)      - Sweet potatoes (1-2potatoes/ person -Total: 500kg) 

 

【Requirements】 

Applicants must meet all the requirements listed below; 

- Having the COVID-19 contact confirming app "COCOA*1" 

- Having / Installing the app for COVID-19 prevention "IBARAKI AMABIE-CHAN*2" 

(*1 must be installed in advance, and it will be checked at the reception. *2 can be installed at the reception on 

the distribution date.) 

- Cooperating in safety measures; checking temperature, sanitizing hands, etc.  

- Cooperating in social distancing 

- Not wasting the donated items 

 

【IMPORTANT】  

*A applicant cannot apply more than one time.  

*Please come to pick-up during the scheduled time. Late entry will be considered as withdrawal or abandonment 

of the application.  

*You cannot give the participation right to other persons.  

*Carrier bags will not be provided.  

Please prepare your own bags for carrying sweet-potatoes. 

 

【Scheduled Flow】 

①Applying through the on-line form below. 

②Signing in at reception during the scheduled date & time, 

and receive the donated items. 
 

 


